
由利地域県管理河川減災対策協議会　対象河川一覧表

No. 水系 河川名
幹川・支川

等の別
左
右

上流端（左岸） 上流端（右岸） 下流端

流
路
延
長

対
象
延
長

沿川市町村（対象区間）

1 子吉川 子吉川 幹川 上玉田川の合流点 上玉田川の合流点 日本海 60,800 28,330 由利本荘市

2 子吉川 大沢川 支川 左
由利本荘市美倉町43番
の４地先の市道橋下流

由利本荘市美倉町43番
の４地先の市道橋下流

子吉川への合
流点

320 320 由利本荘市

3 子吉川 芋川 支川 右
由利本荘市羽広字藤巻
69番地先

由利本荘市羽広字糠塚
65番地先

子吉川への合
流点

44,300 44,300 由利本荘市

4 子吉川 赤田川 小支川 右
由利本荘市赤田字肥作
102番地先

由利本荘市赤田字拾弐
柳３番の１地先

芋川への合流
点

7,300 7,300 由利本荘市

5 子吉川 土本川 小々支川 右
由利本荘市赤田字土本
68番地先

由利本荘市赤田同字66
番の１地先

赤田川への合
流点

2,600 2,600 由利本荘市

6 子吉川 桂川 小支川 右
由利本荘市岩谷麓字麓
54番地1地先

由利本荘市岩谷麓字高
花110番地1地先

芋川への合流
点

2,350 2,350 由利本荘市

7 子吉川 桂川放水路 派川 桂川からの分派点 桂川からの分派点 芋川への合流 1,220 1,220 由利本荘市

8 子吉川 小関川 小支川 右
由利本荘市中俣字鬼ヶ
台向山24番の42地先

秋田市雄和萱ヶ沢字三
福29番地先

芋川への合流
点

12,500 12,500 由利本荘市

9 子吉川 畑川 小支川 右
由利本荘市小栗山字横
山下５番地先

由利本荘市小栗山字横
山下５番地先

芋川への合流
点

5,200 5,200 由利本荘市

10 子吉川 岩船沢川 小々支川 右
由利本荘市小栗山字岩
舟１番１地先

由利本荘市小栗山字岩
舟１番１地先

畑川への合流
点

1,600 1,600 由利本荘市

11 子吉川 代内川 小支川 右 巖谷沢川の合流点 巖谷沢川の合流点 芋川への合流 4,000 4,000 由利本荘市
12 子吉川 滝川 小支川 右 小倉の沢川の合流点 小倉の沢川の合流点 芋川への合流 2,700 2,700 由利本荘市

13 子吉川 雪谷又川 小々支川 右
由利本荘市滝字雪谷又
25番地先

由利本荘市滝字穴沢37
番地先

滝川への合流
点

2,000 2,000 由利本荘市

14 子吉川 坂部川 小支川 右
横手市大森町坂部字上
坂部11番地先

横手市大森町坂部同字
38番地先

芋川への合流
点

5,200 1,600 由利本荘市

15 子吉川 小友川 支川 右
由利本荘市南ノ股字八
渕山３番地先の上流端
を示す標柱

由利本荘市南ノ股字八
渕山３番地先の上流端
を示す標柱

子吉川への合
流点

8,100 8,100 由利本荘市

16 子吉川 北ノ股川 小支川 右
由利本荘市北ノ股字大
蛇ヶ嶽２番の１地先の
上流端を示す標柱

由利本荘市北ノ股字大
蛇ヶ嶽２番の１地先の
上流端を示す標柱

小友川への合
流点

3,200 3,200 由利本荘市

17 子吉川
石沢川（田代
川及び仙道川
を含む。）

右
雄勝郡羽後町上仙道字
上桧山30番地先

雄勝郡羽後町上仙道同
字21番地先

子吉川への合
流点

69,600 41,200 由利本荘市

18 子吉川 杉森川 小支川 右
由利本荘市東由利宿字
高屋境45番地先

由利本荘市東由利宿同
字46番地先

石沢川への合
流点

2,800 2,800 由利本荘市

19 子吉川 大吹川 小支川 右
由利本荘市東由利黒渕
字桃台12番地先

由利本荘市東由利黒渕
字堰根21番地先

石沢川への合
流点

6,500 6,500 由利本荘市

20 子吉川 法内川 小支川 右
由利本荘市東由利老方
字夜罹森44番地先

由利本荘市東由利法内
字滝の下12番地先

石沢川への合
流点

6,500 6,500 由利本荘市

21 子吉川 祝沢川 小支川 右
由利本荘市東由利老方
字浮蓋51番地先

由利本荘市東由利老方
同字49番地先

石沢川への合
流点

4,000 4,000 由利本荘市

22 子吉川 松沢川 小支川 右
由利本荘市東由利舘合
字善徳66番地先

由利本荘市東由利舘合
同字64番の１地先

石沢川への合
流点

8,000 8,000 由利本荘市

23 子吉川 新沢川 小支川 右
由利本荘市東由利黒渕
字内荒沢10番の１地先

由利本荘市東由利黒渕
同字５番地先

石沢川への合
流点

5,000 5,000 由利本荘市

24 子吉川 鮎川 支川 左
由利本荘市矢島町城内
字谷地沢70番の３地先
の砂防堰堤下流端

由利本荘市矢島町城内
字谷地沢70番の３地先
の砂防堰堤下流端

子吉川への合
流点

20,000 20,000 由利本荘市

25 子吉川 黒森川 小支川 左
由利本荘市町村字上黒
森沢143番の１地先

由利本荘市町村同字149
番の１地先

鮎川への合流
点

4,000 4,000 由利本荘市

26 子吉川 天拝川 小支川 左
にかほ市釜ヶ台字二ッ
森33番地先

にかほ市釜ヶ台字堂ノ
下３番地先

鮎川への合流
点

6,200 6,200 由利本荘市、にかほ市

27 子吉川
須郷川（大谷
地池を含
む。）

小支川 左
由利本荘市西沢字南由
利原278番地先

由利本荘市西沢同字304
番地先

鮎川への合流
点

3,400 3,400 由利本荘市

28 子吉川 久保田川 支川 右
由利本荘市小菅野字板
取沢２番の４地先

由利本荘市土倉字武蔵
台４番の３地先

子吉川への合
流点

5,000 5,000 由利本荘市

29 子吉川 大砂川 支川 右
由利本荘市土倉字大砂
川７番地先

由利本荘市土倉同字13
番地先

子吉川への合
流点

5,000 5,000 由利本荘市

30 子吉川 沢内川 支川 左
由利本荘市矢島町川辺
字草井沢18番の１地先

由利本荘市矢島町川辺
字湯ノ坪72番の１地先

子吉川への合
流点

3,000 3,000 由利本荘市

31 子吉川 荒沢川 支川 左
由利本荘市矢島町荒沢
字深沢31番地先

由利本荘市矢島町荒沢
字上ユスリキ87番地先

子吉川への合
流点

6,800 6,800 由利本荘市

32 子吉川 田沢川 支川 左
由利本荘市矢島町荒沢
字矢越144番地先

由利本荘市矢島町元町
字成沢200番地先

子吉川への合
流点

2,000 2,000 由利本荘市

33 子吉川 八塩沢川 支川 右
由利本荘市矢島町坂之
下字馬舘陰７番の２地
先の砂防堰堤下流端

由利本荘市矢島町坂之
下字馬舘陰７番の２地
先の砂防堰堤下流端

子吉川への合
流点

2,600 2,600 由利本荘市

34 子吉川 鶯川 支川 左
由利本荘市矢島町元町
字中茎１番の９地先

由利本荘市鳥海町猿倉
字奥山10番の１地先

子吉川への合
流点

13,700 13,700 由利本荘市

35 子吉川 笹子川 支川 右
由利本荘市鳥海町上笹
子字西久米４番地先

由利本荘市鳥海町上笹
子字峠ノ沢17番地先

子吉川への合
流点

25,600 25,600 由利本荘市

36 子吉川 大久内沢川 小支川 右
由利本荘市鳥海町小川
字大久内107番の１地先
の町道橋下流端

由利本荘市鳥海町小川
字大久内107番の１地先
の町道橋下流端

笹子川への合
流点

511 511 由利本荘市

37 子吉川 丁川 小支川 右
由利本荘市鳥海町上笹
子字三山１番地先

由利本荘市鳥海町上笹
子字荒見３番地先

笹子川への合
流点

6,700 6,700 由利本荘市

38 子吉川 直根川 支川 右
由利本荘市鳥海町上直
根字川熊沢45番地先

由利本荘市鳥海町上直
根字山の下64番地先

子吉川への合
流点

10,500 10,500 由利本荘市

39 子吉川 沢内沢川 小支川 右
由利本荘市鳥海町下直
根字沢内23番地先

由利本荘市鳥海町下直
根同字43番の２地先

直根川への合
流点

812 812 由利本荘市

40 子吉川 ホーラ沢 支川 左
由利本荘市鳥海町猿倉
字奥山10番の１地先

由利本荘市矢島町城内
字鳥海山７番地先

子吉川への合
流点

5,200 4,950 由利本荘市

41 子吉川 狐息内沢川 支川 左
由利本荘市鳥海町中直
根字大倉１番地先の上
流端を示す標柱

由利本荘市鳥海町中直
根字大倉１番地先の上
流端を示す標柱

子吉川への合
流点

1,950 1,650 由利本荘市

42 子吉川 百宅川 支川 右
由利本荘市鳥海町百宅
字遠上国有林45林班へ
小班地先

由利本荘市鳥海町百宅
同字国有林43林班に小
班地先

子吉川への合
流点

10,000 9,400 由利本荘市
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43 子吉川 下玉田川 支川 左
由利本荘市鳥海町百宅
奥山国有林63林班ロ小
班地先

由利本荘市鳥海町百宅
同字３番の１地先

子吉川への
合流点

5,700 5,700 由利本荘市

44 子吉川 布沢川 小支川 左
由利本荘市鳥海町百宅
字奥山３番の１の上流
端を示す標柱

由利本荘市鳥海町百宅
字奥山３番の１の上流
端を示す標柱

下玉田川への
合流点

2,000 2,000 由利本荘市

45 子吉川 朱の又川 小支川 左
由利本荘市鳥海町百宅
字奥山国有林62林班ロ
小班地先

由利本荘市鳥海町百宅
同字国有林62林班イ小
班地先

下玉田川への
合流点

2,000 2,000 由利本荘市

46 白雪川 白雪川 幹川
にかほ市象潟町横岡字
中島台地先（石禿川の
合流点）

にかほ市馬場字冬師山
地先（石禿川の合流
点）

日本海 20,182 20,182 にかほ市

47 白雪川 鳥越川 支川 左
にかほ市象潟町横岡字
谷堰地先（谷堰川の合
流点）

にかほ市横岡字中島台
地先（谷堰川の合流
点）

白雪川への合
流点

5,018 5,018 にかほ市

48 白雪川 岩股川 小支川 左
にかほ市象潟町横岡字
中島台地先　（水源）

にかほ市象潟町横岡字
中島台地先　（水源）

鳥越川への合
流点

4,255 4,255 にかほ市

49 衣川 衣川 幹川
由利本荘市岩城滝俣字
滝の上地先　（四の沢
の合流点）

由利本荘市岩城滝俣字
滝の上地先　（四の沢
の合流点）

日本海 13,000 13,000 由利本荘市

50 衣川 黒川 支川 左
由利本荘市岩城上黒川
字菖蒲田地先（川口沢
の合流点）

由利本荘市岩城上黒川
字川口沢地先（川口沢
の合流点）

衣川への合流
点

6,800 6,800 由利本荘市

51 衣川 蛇川 小支川 左
由利本荘市岩城上蛇田
字田屋の下72番地先
（貝井田沢の合流点）

由利本荘市岩城上蛇田
字貝井田沢地先（貝井
田沢の合流点）

黒川への合流
点

4,300 4,300 由利本荘市

52 衣川 福俣川 支川 左
由利本荘市岩城福俣字
池ノ沢９番の29地先

由利本荘市岩城福俣同
字２番の６地先

衣川への合流
点

4,750 4,750 由利本荘市

53 奈曽川 奈曽川 幹川
にかほ市象潟町横岡字
堰口地先（寺の前川の
合流点）

にかほ市象潟町横岡字
落の下地先（寺の前川
の合流点）

日本海 12,218 12,218 にかほ市

54 奈曽川 清水川 支川 右
にかほ市象潟町楢岡字
上ノ山４番地先の上流
端を示す標柱

にかほ市象潟町楢岡字
上ノ山４番地先の上流
端を示す標柱

奈曽川への合
流点

5,100 5,100 にかほ市

55 その他 勝手川 幹川
由利本荘市岩城勝手字
小又沢地先

由利本荘市岩城勝手字
小又沢地先

日本海 3,900 3,900 由利本荘市

56 その他 君ヶ野川 幹川
由利本荘市岩城君ヶ野
字沼沢地先

由利本荘市岩城君ヶ野
字板沢地先

日本海 7,400 7,400 由利本荘市

57 その他 二古川 幹川
由利本荘市岩城二古字
獅子50番地先

由利本荘市岩城二古同
字44番地先

日本海 3,800 3,800 由利本荘市

58 その他 西目川 幹川
由利本荘市西目町字内
野地先

由利本荘市西目町字内
野地先

日本海 8,182 8,182 由利本荘市

59 その他 大沢川 幹川 にかほ市小国字大沢地 にかほ市小国字大沢地 日本海 7,500 7,500 にかほ市

60 その他 赤石川 幹川
にかほ市象潟町小滝字
石名坂１番地先

にかほ市象潟町小滝字
東田10番地

日本海 8,450 8,450 にかほ市

61 その他 象潟川 幹川
にかほ市前川字沼尻２
番の１地先（町道前川

にかほ市前川字沼尻２
番の１地先（町道前川

日本海 3,600 3,600 にかほ市

合計 61 526,918 461,298


